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東日本大震災からの復興に向けて

〈復興に向けた国における取り組み〉
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･･･････････････ 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課課長補佐 本田 康秀
〈復興に向けた被災地域の取り組み〉
○「青森県の復興計画について」 〜東北の元気、日本の元気を青森から〜
･･････････････････････････ 青森県県土整備部都市計画課市街地整備グループ
○東日本大震災からの復興に向けて
〜 いのちを守り 海と大地と共に生きるふるさと岩手・三陸の創造〜
･････････････････････････････････････････ 岩手県復興局企画課 特命課長 小野
博
○宮城の復興計画について
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○福島県の復興計画策定の取組み
････････････････････････････････ 福島県土木部都市計画課 副課長兼主任主査 諏江
勇
○茨城県における東日本大震災からの復旧・復興 災害に強い
まちづくりの実現に向けて ･････ 茨城県土木部都市局都市計画課 技佐 横田喜一郎
○千葉県の被害状況と津波被災地復興に向けた取り組みについて
･･････････････････････････ 千葉県 県土整備部 都市整備局 都市計画課 副主幹 吉澤 寿二
〈被災地以外の震災に対する取り組み〉
○東京都の震災復興への取組 ･････ 東京都都市整備局市街地整備部企画課
○減災に向けた静岡県の取り組み
･････････････････････････ 静岡県 交通基盤部都市局都市計画課施設計画班長 平井 一彰
○高知県における震災・津波対策について
･･･････････････････････････････････････････････ 高知県土木部都市計画課長 永野
聖
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